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 小学校学習指導要領(平成29年告示)解説総則編において、情報活用能力は各

教科の学びを支える基盤となる資質・能力であり、これを確実に育んでいくた

めには、各教科等の特質に応じて適切な場面で育成を図ることが重要であると

示されている。 

本研究では、情報活用の実践力に焦点をあて、ICTを活用した授業計画を立て、

実践する授業づくりを行った。その中で振り返りシートを用いて、情報活用の

実践力育成の観点や教科間・学年間のつながりを明らかにした。その結果、児

童の情報活用の実践力育成を意識した授業づくりの改善につながった。 
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研究員派遣による学校支援に関する研究 

 

児童の情報活用の実践力を高める授業づくりのあり方 
－蓄積した振り返りシートの分析を通して－ 

 

Ⅰ 主 題 設 定 の 理 由 

 

小学校学習指導要領(平成29年告示)解説総則編において、情報活用能力は、言語能力、問題発見・解

決能力と並んで、学習の基盤となる資質・能力であり、「世の中の様々な事象を情報とその結び付きと

して捉え、情報及び情報技術を適切かつ効果的に活用して、問題を発見・解決したり自分の考えを形成

したりしていくために必要な資質・能力である」１）とされている。また、情報活用能力を確実に育んで

いくためには、「各教科等の特質に応じて適切な学習場面で育成を図ることが重要であるとともに、そ

うして育まれた情報活用能力を発揮させることにより、各教科等における主体的・対話的で深い学びへ

とつながっていくことが一層期待されるものである」１）とされている。 

当センターでのICT活用プロジェクト研究において、平成28年度は「ICT活用プランシート」を用いた

授業づくりによって、指導者がICTの活用意図を明確にもって授業実践を進めることができた。そして、

平成29年度は「学びのデザインマップ」によって、ICTを有効に活用するための学習場面を精査し、授

業設計と授業実践を行うことで、協働・双方向型の学習が活性化し、児童生徒の考えを深めることにつ

ながった。この２年間の研究によって、様々な教科や学年で指導者や児童が効果的にICTを活用した実

践事例を得ることができた。 

しかし、「情報活用能力調査(小・中学校)調査結果(概要版)」(平成27年3月)においては、児童が複

数のウェブページから目的に応じて、特定の情報を見つけ出して関連付けたり、情報を整理して解釈し

たり、受け手の状況に応じて情報を発信したりするといった情報活用の実践力に課題があることや、教

員が情報活用能力を育成する授業を週に１回以上実施している割合が１割に満たず、情報活用能力育成

への意識が十分ではないという課題が示されている。 

 そこで、本研究では、情報活用能力の３観点の一つである情報活用の実践力に焦点をあて、派遣研究

員受入校の指導者(以下、指導者という。)と協働で、複数の教科でICTを活用した授業計画を立て、実

践する。この授業実践の後に、教科のねらいに迫るための効果的なICT活用であるかという視点に加え

て、児童の情報活用の実践力が教科横断的および系統的に育成できるかという視点で振り返り、次の授

業に生かしていく。この振り返りを蓄積し分析することにより、ICT活用についての教科間や学年間の

つながりが見いだされ、情報活用の実践力育成を意識した授業実践が促進される。このような取組を継

続的に行うことで、児童の情報活用の実践力を高める授業づくりのあり方を示すことができると考え、

本主題を設定した。 

 

Ⅱ 研 究 の 目 標  

 

ICTを活用した授業計画を立て実践する中で、教科のねらいに迫るための効果的な活用であるか、児

童の情報活用の実践力が教科横断的および系統的に育成できるかという視点から振り返り、蓄積した振

り返りの分析を次の授業に生かしていく。このような取組を通じて、児童の情報活用の実践力を高める

授業づくりのあり方を探る。 
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Ⅲ 研 究 の 仮 説  

 

ICTを活用した授業計画を立て実践する中で、教科のねらいに迫るための効果的な活用であるか、児

童の情報活用の実践力が教科横断的および系統的に育成できるかという視点から、振り返りシートを基

に振り返る。蓄積した振り返りシートを活用して、情報活用の実践力育成につながるICT活用であった

かを分析することで、教科間や学年間のつながりが見いだされ、情報活用の実践力育成を意識した授業

実践が促進される。このような取組を継続的に行うことで、児童の情報活用の実践力を高める授業づく

りのあり方が示すことができるだろう。 

 
Ⅳ 研究についての基本的な考え方 

 

１ 情報活用の実践力とは 

  中央教育審議会答申「幼稚園、小学校、中学校、高等学校

及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等

について」(平成28年12月)において、情報活用能力ⅰ)の三つ

の観点は情報活用の実践力、情報の科学的な理解、情報社会

に参画する態度であると示されている(図１)。また、３観点

の一つである情報活用の実践力は、「課題や目的に応じた情

報手段の適切な活用」「必要な情報の主体的な収集・判断・

表現・処理・創造」「受け手の状況等を踏まえた発信・伝達」

の３要素からなるとされている。 

   

２ 本研究における授業づくりとは 

  本研究では、情報活用の実践力育成に着目

した授業づくりを行う。派遣研究員受入校の

実態に合わせて、「ICT活用プランシート」

や「学びのデザインマップ」を活用して単元

の授業計画を立て、情報活用の実践力育成を

意識した授業を行う。また、授業実践後に振

り返りシートを基に、授業で行ったICTの活

用について、他の教科でも行うことができる

のかといった教科横断的な視点や、児童がこ

れまでの学年でどのような活用をしてきたの

か、これからの学年においてどのような活用

ができるのかといった系統的な視点から振り

返る。そして、振り返りを基にして、児童が効果的にICTを活用する授業の計画を立て、授業を実践

することを繰り返し行う。この一連のサイクルを本研究における授業づくりと定義する(図２)。 

 

 

 

                             
ⅰ)

 臨時教育審議会第二次答申(昭和61年４月)において、情報活用能力とは「情報及び情報手段を主体的に選択し活用していくための個

人の基礎的な資質」と定義付けられ、「読み、書き、算盤」と並ぶ基礎基本として、学校教育においてその育成を図ることとされた。 

図２ 本研究における授業づくり 

図１ 情報活用能力の３観点 

 

情報活用の

実践力 
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３ 本研究における振り返りシートの視点 

  本研究で活用する振り返りシート(図３)

は、指導者一人ひとりがICTをどのように活

用した授業であったかについて振り返りを

行うためのものである。情報活用の実践力

について以下の三つの視点で振り返る。 

一つ目は、ICTの活用が「授業のねらいに

せまるために有効であったか」「児童の実

態に合っていたか」の視点であり、単元や

１単位時間で行った取組が効果的なICT活用

となっていたのかを確かめることにつなが

る。 

二つ目は、ICTの活用が「他の教科でも活

用できるか」「他の学習場面でも活用した

方がよいか」の視点であり、児童の情報活

用の実践力を教科横断的に育成できる教科

や単元を考えることにつながる。 

三つ目は、ICTの活用が「これまでの学年

でどのような活用をしてきたか」「これか

らの学年においてどのような活用ができる

か」の視点であり、児童の情報活用の実践

力育成の系統性を考えることにつながる。 

 
４ 派遣研究協議会の位置付け 

本研究では、蓄積した振り返りシートを使ってICTを活用した授業の振り返りを交流することで、

情報活用の実践力育成の観点を明らかにする。そして、観点のつながりを基に教科間・学年間のつな

がりを明確にした「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」を作成する。 

(１) 情報活用の実践力育成の観点の明確化(第１回派遣研究協議会) 

第１回派遣研究協議会では、育成される情報活用の実践力を指導者一人ひとりが授業実践で意識

できるように、派遣研究員受入校の実践を基にして、各校が児童の情報活用の実践力育成の観点を

明らかにすることをねらいとする。そして、２学期に授業計画を行う際に、情報活用の実践力育成

の観点に基づき、授業づくりを行う。 

 

(２) 情報活用の実践力の教科間・学年間のつながりの明確化(第２回派遣研究協議会) 

第２回派遣研究協議会では、情報活用の実践力育成の観点ごとに系統性を考えて整理し、教科間

・学年間のつながりを明らかにした「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」を作成すること

をねらいとする。これによって、児童に６年間で身に付けさせたい情報活用の実践力を検討するこ

とができ、年間指導計画に位置付けることで、児童の情報活用の実践力の教科横断的および系統的

な育成を目指す。 

 

 
 

図３ 振り返りシートの一部 

 

 

 
＜視点３＞ 

系統的な育成について 

＜視点１＞ 

効果的なICT活用について 

＜視点２＞ 

教科横断的な育成について 
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Ⅴ 研 究 の 進 め 方 

 

１ 研究の方法 

(１) 派遣研究員受入校のICT整備状況や、情報活用能力についての児童および指導者の意識調査(第１

回)から、各校の実態を把握し、本研究の目標に沿って学校支援の内容を検討する。 

(２) 派遣研究員受入校の実態を踏まえ、指導者と協議し、ICTを活用した授業の内容を決定する。そ

の際に、これまでの研究成果物である「ICT活用プランシート」や「学びのデザインマップ」を活

用する。 

(３) 授業を行った後、児童の情報活用の実践力について教科横断的および系統的に育成できるかとい

う視点から、指導者とともに振り返りを行い、授業ごとの振り返りシートを蓄積する。 

(４) 第１回派遣研究協議会を実施し、蓄積した振り返りシートを基に派遣研究員受入校で情報活用の

実践力育成の観点を明らかにする。 

(５) 派遣研究員受入校で情報活用の実践力育成の観点を基に授業づくりを行い、振り返りシートの分

析を通して、情報活用の実践力を焦点化する。 

(６) 児童および指導者の意識調査(第２回)を行う。 

(７) 第２回派遣研究協議会を実施し、蓄積した振り返りシートを基に派遣研究員受入校の「情報活用

の実践力育成ガイドマップ」を作成する。 

 

２ 研究の経過 

４月 

４月～11月 
 

７月 

 
 

 

研究構想、研究推進計画の立案 

派遣研究(大津市、守山市、米原市、日野町の
小学校各１校、原則各校週１回派遣) 

児童および指導者の意識調査(第１回)の実施 

第１回派遣研究協議会(１学期の取組の成果と
課題、２学期の方向性) 

11月 

 
 

12月 

１月 
２月 

３月 

児童および指導者の意識調査(第２回)の実施 

第２回派遣研究協議会(研究の成果と課題、研
究のまとめ方) 

研究論文の原稿執筆 

研究発表準備 
研究発表大会 

研究のまとめ 

 

Ⅵ 研 究 の 内 容 と そ の 成 果 

 

１ １学期の授業づくりと情報活用の実践力育成の観点の明確化  

(１) 授業から見とる情報活用の実践力  

   １学期は、派遣研究員受入校の指導者と協働で「ICT活用プランシート」や「学びのデザインマ

ップ」を活用し、教科の目標に迫るために様々な教科でICT活用を取り入れた授業づくりを行った。 

ア 第５学年体育科「めざせ！究極のバトンパス」の授業づくり 

本単元では、リレーの楽しさや喜びを味

わわせるために、バトンパスに焦点を当て

た授業づくりを行った(図４)。 

バトンパスの動きは瞬間的な動きである

ため、視覚的に捉えることが難しい。そこ

で、バトンパス練習の際には、タイミング

よくスタートできているか、受け渡すとき

の手の位置がどこにあるか、バトンパスのタイミングはどうか等、多面的な角度からタブレット

で動画を撮影した。そして、動きのポイントと照らし合わせて自己の課題を見つけたり、課題に

応じた練習の場を選んだりできるようにした。児童は、試技が終わるとその場で動画を再生し、

スタートのタイミングを変えたり、どの位置でバトンをもらうのかラインを引いたり、互いのタ

図４ 第５学年体育科「めざせ！究極のバトンパス」
の「学びのデザインマップ」の一部 

＜単元の目標＞
リレーの楽しさや喜びを

感じながら、自己やチーム

の目標を達成したり、記録

を伸ばしたりするために、

解決の仕方や記録への挑

戦の仕方を工夫すること

ができる。

＜本時の目標＞

ゴール直前

でバトンをもら

えるスタートポ

イントを見つけ

ることができる。

＜本時の目標＞

＜学習活動＞

①ゲームのルールを理解する。

②ペアの友だちと交互にゲーム

に取り組む。

③タイミングよくバトンを受け取っ

ている友だちの試技を見て、話し

合う。

＜指導のポイント＞

・ゴール直前から１ｍごとにラインを引き、より

ゴールに近いところでバトンをもらうように指導す

る。

・ポイント制にしてもよい。

・バトンをもらうことより、前を向いて全力で走るこ

とに意識する。

・どんなバトンパスが効率のよいものであるかに

気づかせる。

＜学習活動＞
＋ICT
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イミングを合わせるために声を掛け合ったり等、練習方法の工夫を

行った(図５)。 

この授業では、バトンパスを、スタート場面、バトンを受ける場

面、バトンを受ける側が走り出す場面、声をかける場面等様々な場

面で撮影し、どのような動きをしているのかを動きのポイントと比

べることによって、自己の課題に応じた練習方法を見つけることが

できた。このように、自分の動きのイメージが捉えにくい体育科の

授業では、様々な動き方を集め、可視化し、よりよい動きに高めていくICTの活用が有効である

ことが明らかとなった。 

  イ 第３学年理科「こん虫を調べよう」の授業づくり 

本単元の授業計画では、昆虫の体の仕組

みや育ち方、すみかについて、差異点や共

通点を基に、昆虫の成長のきまりや体のつ

くりの特徴を捉え、環境との関わりを捉え

ることをねらいとしている。そこで、校庭

や中庭で見つけた昆虫について書籍で調べ

たことを一人ひとりが昆虫カードに記入し、

昆虫の体のつくりやすみかについて、差異点や共通点を比較しやすくするために、学級のデジタ

ル昆虫図鑑を作成する活動を取り入れた(図６)。 

紙の昆虫図鑑では、複数の児童が同時に閲覧することはできないが、児童が記入した昆虫カー

ドを写真に撮り、デジタルの昆虫図鑑にすることによって、一度に多くの児童が閲覧することが

可能になった。それにより、児童は図鑑のページを見比べながら、同

じところや違うところについて話し合う姿が見られた(図７)。 

理科では、一度に多くの情報を集め、それらの情報を使って比較す

ることで、差異点や共通点に気付く学習活動にICT活用が有効である。 

このように、１学期の授業づくりでは、「効果的なICT活用であっ

たか」に焦点を絞り、情報活用の実践力の観点を明らかにした。 

 

(２) 情報活用の実践力育成の観点の明確化 

第１回派遣研究協議会では、１学期の授業づくりで蓄積された振り返りシートを基に児童の情報

活用の実践力育成の観点を明らかにし、２学期以降の授業づくりに向けて指導者全体で共有するた

めに協議を行った。派遣研究協議会の方法(図８)は、以下のとおりである。 

 

 

 
図８ 派遣研究協議会の方法 

図７ 昆虫図鑑を見て、
意見交流する様子 

ア ICTの活用場面を書き出す イ 活用場面の共通点を整理する ウ 共通点でまとめたグループから

観点を明らかにする 

図６ 第３学年理科「こん虫を調べよう」の「学び

のデザインマップ」の一部 

 

図５ 動画を見て改善点を
話す様子 

＜単元の目標＞
身近な生物を育てたり観察

したりする中で、昆虫の様

子や周辺の環境、成長の

過程や体のつくりに着目し

て、それらを比較する活動

を通して、生物を愛護する

態度を養うや主体的に問

題解決しようとする態度を

養うとともに、差異点や共

通点を基に、問題を見いだ

す力を養う。

所やすみかにし

ている理由につ

いて考えること

ができる。

＜本時の目標＞

校庭や中庭で

見つけた昆虫の

図鑑を作ること

ができる。

②すみかにしている理由を班で

話し合う。
・次回のために校庭や中庭に出て、昆虫のすみかを探し

に行く時間にすることも可能。

＜学習活動＞

①昆虫について本やインター

ネットを使って調べる。

②調べた「昆虫」について「こ

ん虫カード」を作成する。

③クラスの「こん虫図かん」を

作る。

＜指導のポイント＞

・撮影は可能な範囲で行う。撮影できない場合は、

インターネットなどの写真を使うことも可。

・撮影した写真を貼り、情報を書き込む。

・図鑑作成のため、あらかじめ校庭や中庭の写真

を撮影しておく。

＋ICT
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ア ICTの活用場面を書き出す 

指導者一人ひとりが蓄積した振り返りシートを基に、ICTの活用場面について、①学年、②教

科、③ICTの活用方法を付箋に記入した。 

イ 活用場面の共通点を整理する 

 付箋を模造紙に貼った後、「デジタルカメラで写真を撮るこ

と、インターネットで検索すること、インタビューを録音する

ことは、どれも情報を収集することになるのではないか」とい

った、ICTの活用場面の共通点について話し合った(図９)。共通

点でまとめたグループごとに枠線で囲み、「調べる」「情報収

集する」「比較する」「整理する」「記録する」等のグループ

名をつけて整理した。 

ウ 共通点でまとめたグループから観点を明らかにする 

まとめたグループごとのつながりについて、矢印を模造紙に書き込みながら話し合った内容の

つながりを検討した。これにより、「検索する」ことと「記録する」ことは、どちらも情報を収

集する活動であることや、「記録する活動」は、自分の情報と友達の情報を「比較する活動」に

つながっていくことが明らかとなった。 

研究協議会の中でICTの活用場面を整理していくことにより、「集める」「まとめる」「伝え

る」といった児童の情報活用の実践力育成の観点が明らかになった。表に４校で明確にした児童

の情報活用の実践力育成の観点を示す。 

   

 

２ 児童の情報活用の実践力育成につなげるICTを活用した授業づくり  

(１) 「集める」「比べる」に焦点をあてた授業づくり(第４学年) 

  ア ICTを活用した授業計画 

第４学年音楽科「音のとくちょうを生かして音

楽をつくろう」において、情報活用の実践力育成

の観点である「集める」「比べる」に焦点をあて、

授業を計画した。図10は本時の「ICT活用プラン

シート」である。 

音楽科の学習において、児童が自分たちの演奏

を客観的に確認することは難しい。しかし、ICT
を活用して録画という方法で情報を集めること

が、児童が自分たちの演奏を振り返り、改善点に

ついて主体的に話し合う中で創意工夫を重ねるこ

とにつながると考え、タブレットを授業に取り入

れた。 

 

Ａ小学校 集める まとめる 伝える 操作スキル 

Ｂ小学校 集める 作る 伝える 機器の操作 

Ｃ小学校 集める まとめる 伝える スキル 

Ｄ小学校 集める 比べる まとめる 広げる 基本的な操作 

図10 第４学年音楽科「音のとくちょうを生

かして音楽をつくろう」の「ICT活用

プランシート」の一部 

表 明確にした情報活用の実践力育成の観点 

図９ 活用場面の共通点を考
える様子 
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イ 実践の様子 

児童は、自分たちの演奏が楽器の特徴を生かせて

いるか確認するために、演奏を録画した。演奏と録

画を繰り返し、集められた幾つかの演奏動画を比較

し、演奏の改善点を考えた(図11)。児童は、「録画

したものを聞くと、最後のリズムが重なっていたの

で、みんなで考えてリズムを変えてみました。その

後の演奏と聞き比べると、少しきれいになりました」

「録画した演奏を聞くと、シンバルの音が大きすぎ

たから、シンバルの音を小さめにして、金属の鈴を

取り入れたら全ての音が聞きやすくなった」等と述べており、児童は、ICTを活用して集めた情

報を比べることで改善点を具体的に見つけ、自分たちの演奏に生かすことができた。 

  ウ 振り返りシートの活用 

    よりよい演奏をするために、録

画した音声を聞いて、何度も楽器

の組合せや演奏の仕方、リズムの

組合せを工夫する児童の姿が見ら

れたことから、指導者は、ICTを活

用することが非常に有効であるこ

とに気付いた(図12)。このように、

録画して「集めた」情報を「比べる」ことは、国語科の音読や外国語活動の発音等、様々な教科

で活用することが可能である。また、本単元で行ったICT活用は低学年から行うことができるた

め、様々な学年で継続的に行っていくことが情報活用の実践力育成に有効であることが明らかに

なった。 

    

(２) 「まとめる」に焦点をあてた授業づくり(第４学年)   

  ア ICTを活用した授業計画 

第４学年総合的な学習の

時間「人にやさしくともに

生きる」において、情報活

用の実践力育成の観点であ

る「まとめる」に焦点をあ

てた授業を計画した。図13

は本単元で作成した「学び

のデザインマップ」の一部

である。 

本単元では、調べて学ん

だことをわかりやすく伝え

るために、表現を工夫してまとめることを目標とした。ICTを活用することで、表現の仕方を修

正することが可能であるため、プレゼンテーションソフトを使って発表用の資料を作成すること

とした。 

図11 録画した演奏を聞く様子 

 

もう少し弱く演奏

した方がいいかも

しれないね。 

別の楽器の方

が音の重なり

がきれいかも

しれない。 

図13 第４学年総合的な学習の時間「人にやさしくともに生きる」

の「学びのデザインマップ」の一部 

図12 振り返りシートの一部 
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イ 実践の様子 

    児童は、自分の調べたことを学級でわかりやすく伝える

ためにプレゼンテーションソフトを活用し、発表用資料を

作成した。児童は、どの写真を貼り付けるのか、どのよう

な文章を入れるのか等、試行錯誤しながら、聞き手にまと

めたことがよりわかりやすく伝わるようにした(図14)。ま

た、発表資料を友達と交流したことで、伝わりにくいスラ

イドがあると分かり、文字の大きさや色を変えたり、スラ

イドの順番を入れ替えたりする姿も見られた。児童は、「プ

レゼンテーションソフトを使うと、必要な写真が貼り付けられ、字がきれいで、大きさも確認し

ながら変えられる」「書いた文字が簡単に消せるから、すぐやり直せてまとめやすかった」等と

振り返り、ICTを活用することで、相手に伝わりやすい表現を用いて発表資料を作成することが

できると感じていた。 

  ウ 振り返りシートの活用 

プレゼンテーションソフトを活用

してまとめを作成する際に、児童が

目的に合わせて表現方法を考え、資

料をつくり変えて、よりわかりやす

い資料を作成する姿が見られたこと

から、指導者は、ICTを活用するこ

とが、相手を意識した表現をするうえで有効であることに気付いた。また、画像や文章等を修正

することが容易なことから、絵を描くことや字を書くことに不安のある児童でも分かったことを

伝えやすい資料をつくることができ、自分のつくった作品に自信をもつことにつながった。この

ように、自分の考えを表現するために何度もやり直したりつくり替えたりする児童の姿から、児

童の実態に合わせたICT活用を計画し、ICTの特性を生かしてまとめを行うことが、児童の表現力

を高める有効な手段であると考える(図15)。 
 

(３) 「伝える」に焦点をあてた授業づくり(第５学年) 

  ア ICTを活用した授業計画 

    第５学年総合的な学習の時間

「広げよう わたしたちの農業」

において、情報活用の実践力育

成の観点である「伝える」に焦

点をあてた授業を計画した。図

16は、本単元で作成した「学び

のデザインマップ」の一部であ

る。 

本単元では、自分たちの育て

たお米のよさをたくさんの人に知ってもらうためには、どのような内容をどのように伝えること

が適切かを考えた。そこで、伝える際には、音声や映像を使い表現したり、繰り返し再生したり

できる ICT の特性を活用することによって、初対面の方でもより短時間にわかりやすく伝えるこ

とができると考えた。 

図15 振り返りシートの一部 

図14 資料を作成する様子 

文字の大きさや

色を変えて、見

やすくしよう。 

画像を貼り付

ける場所はどこ

がいいかな。 

図16 第５学年総合的な学習の時間「広げよう わたしたち

の農業」の「学びのデザインマップ」の一部 

＜単元の目標＞
・校区の農業に関心を持ち、

＠自分の思いをもって課題を

＠見つけることができる。

・自分が追求したい課題につ

＜本時の目標＞

校区の米作りにつ

いて関心を持ち、課

題を見つけることが

できる。

＜本時の目標＞

課題を設定し、学

習計画を立てること

ができる。

＜本時の目標＞

課題解決するため

に関連する情報を収

集することができる。

本時 標

＜学習活動＞

①校区の米作りについて知っていることを

話し合う。

②校区の米作りを広める方法を班で考える。

③話し合いをもとに、自分の課題を決める

＜指導のポイント＞

・校区の農業や米作りの認知度について発問する。

・滋賀県産の米の知名度などの資料を提示する。

・意見をワークシートに書かせる。

・チラシ、CM、のぼり、ポスター、試食など。

・チラシなどの宣伝方法から課題を一つ選ばせる。

＜学習活動＞

①課題解決のため、今後の学習計画をグ

ループで考える。

②課題の宣伝方法について詳しく調べる。

＜指導のポイント＞

・調べる時間、まとめの時間にどれくらい必要かめやす

の時間を考えさせる。

・作り方や見本など自分たちがチラシなどを作るために

参考になるものを探す。

＜学習活動＞

①課題の宣伝方法について詳しく調べる。

②集めた情報を班で共有する。

＜指導のポイント＞

・キーワードや文など検索の方法を必要に応じて使い

分けるように支援していく。

・ウェブサイトは事前にいくつか候補を検索しておくこと

も可。

・宣伝のための工夫などを調べてみる。

＜学習活動＞

学びの

デザインマップ

５年

「広げよう わたしたちの農業」

＋ICT

＋ICT
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イ 実践の様子 

誰に何を伝えるかを意識しながら、児童は、伝える方

法として、チラシやポスター、コマーシャル等を作成す

ることに決めた。 

児童は、お米を販売する相手が初対面であるため、自

分たちが日頃使っている言葉ではなく、接客にふさわし

い言葉がよいと考え、インターネットでプロの接客につ

いて調べ、自分たちに合う言葉にまとめた(図17)。また、

遠方から来る方もいることを知り、その方に自分たちの

お米のよさを覚えてもらえるように、プレゼンテーショ

ンソフトを使って、印象に残るコマーシャルを作成した(図

18)。販売当日は、音と映像で伝えることができるICTの
特性を生かし、タブレットの画面に作成したコマーシャ

ルを映しながら、来場者に自分たちのお米のよさを伝え

た(図19)。 

ウ 振り返りシートの活用 

  インターネットを活用して必要な情報を集める際や、

ワープロソフトを使ってポスターやチラシ等を作成する

際にも、指導者が常に「伝える」相手を意識させたこと

で、児童はどんな内容をどのような方法で伝えるかを考

えながら活動できた。また、相手を意識して「伝える」

という情報活用の実践力は、国語科の要約する力やわか

りやすく話す力の育成につながることがわかった。 

 

３ 情報活用の実践力の教科横断的・系統的なつながり 

(１) 情報活用の実践力の系統的なつながり 

第２回派遣研究協議会では、授業づくりを通して蓄積された振り返りシートを活用し、情報活用

の実践力の系統的なつながりを明らかにし、「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」を作成

した(図20)。第２回派遣研究協議会の方法は以下のとおりである。 

 

図18 コマーシャルを作成している

様子 

図17 接客についてまとめる様子 

図20 第２回派遣研究協議会の方法 

ア 育成を図った情報活

用の実践力を付箋に

記入する 

イ 情報活用の実践力育成の観

点ごとに整理する 

ウ 情報活用の実践力の系統的な 

つながりを明らかにする 

集める 

図19 販売当日の様子 

まとめる 



研究員派遣による学校支援に関する研究 
 

- 10 - 

ア 育成を図った情報活用の実践力を付箋に記入する 

  蓄積した振り返りシートを基にして、各派遣研究員受

入校で行ったICTを活用した授業づくりの中で育成を図

った情報活用の実践力を付箋に記入した。 

 イ 情報活用の実践力育成の観点ごとに整理する  

  「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」は情報

活用の実践力育成の観点ごとに、低学年、中学年、高学

年のエリアに分けられている(図21)。それぞれのエリア

に付箋を貼ることで視覚化し、各派遣研究員受入校にお

いて育成を図った情報活用の実践力を確認した。 

 ウ 情報活用の実践力の系統的なつながりを明らかにする 

  確認した情報活用の実践力について、観点ごとに協議

を行った。つながりがある情報活用の実践力は線で結び、

学年間のつながりを枠線で囲み、系統的なつながりを明

らかにした。これを、各派遣研究員受入校の「児童の情

報活用の実践力育成ガイドマップ」とした(図22)。 

 

(２) 情報活用の実践力の教科横断的なつながり 

作成した「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」 

と年間指導計画を照らし合わせ、情報活用の実践力育成の

観点ごとに、育成する教科や単元を各学年で検討した(図

23)。育成する教科や単元には印をつけ、年間指導計画を

見直す時期に情報活用の実践力を位置付けることができる

ようにした。これにより系統的なつながりだけでなく、各

学年の情報活用の実践力の教科横断的なつながりを明らか

にすることができた(図24)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図23 教科横断的なつながりについて 

検討する様子 

図22 児童の情報活用の実践力の 

系統的なつながり 

相違点を 

捉える力 

情報を集める力 

伝える力 

表現する力 

要約する力 

図24 情報活用の実践力の教科横断的なつながり 

第６学年 年間指導計画の一部 

 

「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」 

の「伝える」の観点の一部 

  

高学年 

中学年 

まとめたものを順序立てて話す。 
資料を使って発表する 

相手に分かりやすいように、 
出来事を順序立てて話す 

図21 「児童の情報活用の実践力育

成ガイドマップ」(作成前) 
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４ 指導者の意識の変容   

派遣研究員受入校の指導者を対象に、

７月と11月にICTを活用した学習に関する

意識調査を実施し、その結果を比較した

(図25)。 

質問項目①では、授業づくりに継続的

に取り組んだことで、ICTを授業に取り入

れる機会が増え、指導者のICT活用指導力

が向上したと考えられる。 

質問項目②では、様々な教科での授業

実践を振り返り、他教科でのICT活用を考

えることで、教科間のつながりを意識し

ている指導者の割合が高まったと考えら

れる。 

質問項目③では、派遣研究協議会にお

いて見いだした情報活用の実践力育成の

観点を学校全体で共有することで、学年

間のつながりを意識する指導者の割合が

高まったと考えられる。 
また、授業づくりや協議会に取り組ん

だ後に実施したアンケートや聞き取りか

ら得られた、指導者の感想を以下に示す

(図26)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上のことから、指導者が授業づくりを継続し、蓄積した振り返りシートの分析をすることで、情

報活用の実践力の教科間や学年間のつながりに気付くことができ、児童の情報活用の実践力育成を意

識した授業づくりの改善につながることが分かった。情報活用の実践力を高める授業づくりにおいて

は、ICT機器がもつ様々な機能によって学習内容の理解を補助したり話合い活動を活発にしたりでき

①児童がコンピュータやプレゼンテーションソフト等を活用して、わかりやすく発
表したり表現したりできるように指導する。 

 
 
 
 
 
 
 
 

②児童にタブレットやデジタルカメラ等のICTを使わせるときに、他の教科でも

同じように活用ができるか意識している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
③児童にタブレットやデジタルカメラ等のICTを使わせるときに、これからの学年

でどのような活用方法があるかを意識している。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（グラフ内の数字は％、回答総数 48） 

図26 指導者の感想（自由記述および聞き取り、下線は筆者） 

〇授業づくりについて 

・ICT機器を使って授業をすることに苦手意識があったが、使っていくうちに少しずつ慣れ、不安がな

くなった。また、授業に取り入れることで児童の情報活用の実践力もあがった 

・ICT活用が目的にならないためにも、授業のねらいがぶれないようにICT活用することが大切だと感じ

た 

・中学年でタブレットを使ったが、本時のねらいに到達するためには、低学年からの積み上げの必要性

を感じた 

・総合的な学習の時間に育成しようとしていた力が国語科につながっていることを実感した 

〇派遣研究協議会について 

・各学年の系統性を考えながらICTの活用を行っていきたいと強く感じた 
・各学年の取組を集めて検討することで、本校の児童の実態から情報活用の実践力の系統性や段階のよ

うなものが見えてきたことは、とても貴重な学びになった 

・年間指導計画に印をつけてみると、こんなにもICTを活用した学びができるのだと感じた 
・これからの学年に向けて、今の学年でできることを少しでも増やしていきたいと感じた 

図25 指導者に実施した意識調査の結果 
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ることを生かしていくことが重要となる。 

 ICTを活用する中で、一つの教科で育成した情報活用の実践力は、他の教科でも生かしていけるこ

とが明らかとなった。また、学年で付けさせたい情報活用の実践力を育成していくためには、前学年

までにどのような情報活用の実践力を身に付けるべきなのか、円滑に情報活用の実践力を身に付けさ

せるためには、どのように学年のつながりを考慮すべきなのかを検討するうえで、第２回派遣研究協

議会で作成した「児童の情報活用の実践力育成ガイドマップ」は、有効な手段であると考えられる。 

 
Ⅶ 研究のまとめと今後の課題 

 

１ 研究のまとめ 

(１) 指導者一人ひとりが振り返りシートを活用し、単元および１単位時間ごとの振り返りを行い、授

業づくりを継続していくことで、児童の情報活用の実践力育成を意識した授業実践が促進された。 
(２) 指導者全体で情報活用の実践力育成の観点を明確にし、ICT活用を分析することで、児童の情報

活用の実践力育成の教科横断的・系統的なつながりを考えることができた。 

(３) 各派遣研究員受入校の情報活用の実践力の系統性を視覚化することができる「児童の情報活用の

実践力育成ガイドマップ」を作成することができた。 

 
２ 今後の課題 

(１) 情報活用能力の３観点のうち情報活用の実践力に焦点を当て研究を進めてきたが、情報の科学的

な理解、情報社会に参画する態度についても必要な力であるため、これらを含めた情報活用能力全

体の育成に資する研究が必要である。 

(２) 情報活用の実践力を反映した年間指導計画を継続して活用していくためには、年間指導計画に位

置付けて行った授業実践において、児童の情報活用の実践力が育成されたか確認する方法を探る必

要がある。 
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